
響（ひびき）コース Hibiki course 8,800円（込）～

● オードブル
Hors d'oeuvre

● 季節野菜のサラダ
Seasonal vegetable salad

● フォワグラと大根　大葉風味の西京味噌ソース
Foie gras and radish with Perilla flavored Saikyo miso sauce

● 旬のお魚と季節野菜
Sauteed seasonal fish with vegetable

● 国産牛ロース肉 8,800 円（税込）
Domestic beef loin

国産牛フィレ肉　又は　和牛ロース肉 + 1,100 円（税込）
Domestic beef fillet or Wagyu Loin

和牛フィレ肉 + 4,400 円（税込）
Wagyu fillet

● 焼き野菜
Grilled vegetables

● ガーリックライスまたは、白御飯
Garlic Rice or Rice

● 味噌汁・香の物
 miso soup ・pickles　　

● ホテル特製デザート
Dessert

● コーヒーまたは、紅茶
Coffee or tea

食材によるアレルギー等ございましたら予め係へお申し付けくださいませ。

Kindly inform our staff prior to ordering if you have any food allergies 

or are observing dietary restrictions.

～～～～～お肉のグレード変更が可能です。～～～～～

＊上記お肉は全て100gのご用意となります。

　　All the above meat will be prepared in 100g.

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

You can change your beef blow



奏（かなで）コース Kanade course 11,000円（込）～

● オードブル
Hors d'oeuvre

● 季節野菜のサラダ
Seasonal vegetable salad

● 帆立貝柱とアスパラガス　又は　フォワグラと大根
Scallops with asparagus or Foie gras radish

● 活き鮑と　若松トマトフォンデュ　
Live abalone with Tomato fondue

● 国産牛ロース肉 11,000 円（税込）
Domestic beef loin

国産牛フィレ肉　又は　和牛ロース肉 + 1,100 円（税込）
Domestic beef fillet or Wagyu Loin

和牛フィレ肉 + 4,400 円（税込）
Wagyu fillet

● 焼き野菜
Grilled vegetables

● ガーリックライスまたは、白御飯
Garlic Rice or Rice

● 味噌汁・香の物
 miso soup ・pickles　　

● ホテル特製デザート
Dessert

● コーヒーまたは、紅茶
Coffee or tea

食材によるアレルギー等ございましたら予め係へお申し付けくださいませ。

Kindly inform our staff prior to ordering if you have any food allergies 

or are observing dietary restrictions.

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～お肉のグレード変更が可能です。～～～～～

＊上記お肉は全て100gのご用意となります。

　　All the above meat will be prepared in 100g.

You can change your beef blow



シェフ特選コース Chef specialties 13,200円（込）～

● オードブル
Hors d'oeuvre

● 季節野菜のサラダ
Seasonal vegetable salad

● 帆立貝柱とアスパラガス　又は　フォワグラと大根
Scallops with asparagus or Foie gras radish

● 国産伊勢海老（1/2本）季節野菜
Domestic spiny lobster

● 国産牛ロース肉 13,200 円（税込）
Domestic beef loin

国産牛フィレ肉　又は　和牛ロース肉 + 1,100 円（税込）
Domestic beef fillet or Wagyu Loin

和牛フィレ肉 + 4,400 円（税込）
Wagyu fillet

● 焼き野菜
Grilled vegetables

● ガーリックライスまたは、白御飯
Garlic Rice or Rice

● 味噌汁・香の物
 miso soup ・pickles　　

● ホテル特製デザート
Dessert

● コーヒーまたは、紅茶
Coffee or tea

食材によるアレルギー等ございましたら予め係へお申し付けくださいませ。

Kindly inform our staff prior to ordering if you have any food allergies 

or are observing dietary restrictions.

～～～～～お肉のグレード変更が可能です。～～～～～

You can change your beef blow

＊上記お肉は全て100gのご用意となります。

　　All the above meat will be prepared in 100g.

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～


